（2 日間）
イタリアのマリア・モンテッソーリ博士(1870－1952)は、子どもを観察することから人間の発達の法則を
発見し、子どもの生命の発達に寄与してきました。このコースではモンテッソーリ教育法を応用して、高齢
者や認知症患者の自立に寄り添う介護を学びます。医療や介護の現場で働いている方、地域や家庭で介護に
携わる方、また、ご自分や周囲の方の豊かな将来のために役立てていただくことができる内容です。
講師：アン・ケリー（Anne Kelly）

オーストラリア在住

（※）
「モンテッソーリ・エイジング・サポートサービス（MASS）
」
マネージングディレクター・
モンテッソーリ認知症コンサルタント
認知症マネージメントの大学院の修了資格を持ち、介護施設で職員養成、施設評価を行う。
36 年の長きにわたり、現場看護師として在宅ケアおよびコミュニケーション・ベースの認知症
ケアに幅広く活躍。現在はオーストラリアの高齢者モンテッソーリプログラム統括者、AMI モ
ンテッソーリ高齢者・認知症ケア顧問委員を務める。

（※）オランダに本部をおく国際モンテッソーリ協会（AMI）公認の認知症ケアワーカー養成プログラム
を世界各地で実施しているオーストラリアの団体。

通訳：深津高子 AMI 公認モンテッソーリ教師、教師養成コース通訳

2019 年 1 月 13 日（日）

14 日（月・祝）

（受付 10：00）10：30〜17：30

9：30〜17：30

ATC エイジレスセンター
大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATC（アジア太平洋トレードセンター）ITM 棟 11F
対象：高齢者、認知症ケア
に従事している介護・医療
関係者、並びに教育・福祉
に関心のある方なら
どなたでも参加できます。

受講料： 55,000 円

定員：80 名

聴講のみの方：

申込詳細は裏面をご覧ください

主なコース
内容

AMI 認知症ケアワーカー資格証明代込
※資格取得には AMI 友の会 NIPPON に入会が
必要です。

30,000 円（AMI 友の会会員）
35,000 円（一般）

モンテッソーリのメソッドの基本原則と、高齢者・認知症介護との関連
認知症と共に生きる人への必要な援助、またその人が持つ興味や技能、能力の継続的な生かし方
高齢者や認知症と共に生きる人にとって有用なモンテッソーリのアプローチ方法
高齢者介護に適したモンテッソーリ環境の整え方
資格取得にはコース参加後、課題提出が必要となります（詳細裏面）
＊コース期間中に会場の ATC エイジレスセンター館内見学があります






主催：一般社団法人 AMI 友の会NIPPON
協賛 ATC エイジレスセンター

神奈川県相模原市南区鵜野森 2-20-2 TEL＆FAX: 042-705-6160
社会福祉法人旭川荘（岡山市） 株式会社メゾネット

AMI 認知症ケアワーカー資格取得までの流れ
AMI の発行する卒業証明書（認知症ケアワーカー資格）取得をご希望の方は本コース終了後以下の課題の提出が必要です。
① 認知症患者 2 人を観察する。
（場所は在宅・施設など問いません）
② 観察とコースで得た知識を元に、彼らに適切な活動及び役割分担を考え援助プランを立てる。
③ ②で立てた計画を実践する。
④ 実践後の様子、考察（ケーススタディー）をまとめる。
上記のものを 2019 年 4 月 14 日までに「AMI 友の会 NIPPON 事務局」にメールで提出。事務局は提出された課題を英訳
してトレーナーに送付、評価基準に達すれば AMI 認知症ケアワーカーのディプロマが自宅に送付される。
課題作成のための観察対象者や観察施設はご自身でお探しください。課題作成に必要な時間は 40 時間です。

申込方法
HP、下記の URL または QR コードより申し込みができます。あるいは別紙受講申込用紙を AMI 友の会 NIPPON 事務局
まで FAX または郵送にてお送りください。
申し込み書提出後、10 日以内に受講料を振り込んでください。入金確認後、受講申し込み完了となります。
申し込み用紙は参加者お一人につき、1 枚ずつ、受講料も参加者のお名前でお一人 1 件ずつ振り込んでください。
法人名等で振り込みを希望される場合、事前に事務局にお届けください。
申し込み締切：1 月 4 日

URL
https://goo.gl/forms/UlPJNbgL3PLEBrPs2
郵送先：〒252-0301
神奈川県相模原市南区鵜野森 2-20-2
東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター３F AMI 友の会 NIPPON 事務局

TEL＆FAX ０４２（７０５）６１６０
Mail：friendsofami@gmail.com
【受講料振込先】 ・ゆうちょ銀行
口座名：シャ）アミトモノカイニッポン
記号：１０９９０
‣銀行からゆうちょへ

店名：〇九八（ゼロキュウハチ）

番号：１９２９５１２１
店番：０９８ 普通預金 口座番号：１９２９５１２

注意事項・その他
▶ 宿泊、昼食はご自身で手配してください。
▶ キャンセルについて：
キャンセルの旨を FAX またはメールにて申請してください。キャンセルは下記規定に基づいて対応いたします。
・１月４日（金）まで：入金いただいた全額から手数料を差しい引いた金額を返金いたします。
・１月５日（土）以降：原則として返金はできません。予めご了承下さい。
※返金時の銀行振込手数料は、キャンセルされた方がご負担ください。

▶AMI 認知症ケアワーカー資格取得を希望される方で AMI 友の会会員の資格をお持ちでない方、あるいは今年 4 月以降
会費のお支払いがない方は別途友の会入会（入会金 1,000 円・年会費 6,000 円）のお手続きが必要となります。
コースお申し込み後、入会（再入会/更新）のお知らせをさせていただきます。

■会場アクセス
地下鉄・ニュートラムご利用時：梅田・本町･心斎橋･なんば方面から
地下鉄中央線「本町」からコスモスクエア経由（約 18 分）「トレードセンター前」駅下車直結
JR ご利用時：大阪・天王寺方面から環状線「弁天町」駅から地下鉄中央線に乗換、
コスモスクエア経由（約 15 分）「トレードセンター前」駅下車直結
「トレードセンター前」駅からのアクセスルート➡

一般社団法人 AMI 友の会 NIPPON

Friends of AMI NIPPON

2013 年 4 月、国際モンテッソーリ協会本部（AMI）より正式に関連団体（Affiliate Society)として認証された日本で唯一の団体。当会員に
なることでオランダの AMI 本部の会員になることができる。日本におけるモンテッソーリ教育の普及と発展を目指し、国内外で実施され
ているモンテッソーリ関連の情報をメールニュースにて届けている。ほかに、誰でも参加できるワンコインの会やセミナーなどの企画運
営、講師派遣、未翻訳のモンテッソーリ著書の翻訳・出版を行っている。

〒252-0301

神奈川県相模原市南区鵜野森 2-20-2 東京国際モンテッソーリ教師トレーニングセンター３F
TEL＆FAX ０４２（７０５）６１６０ メール amitomo@arion.ocn.ne.jp ホームページ http://www.amitomo.org/

モンテッソーリ教育法による認知症ケアワーカー養成コース受講申込用紙
＊お一人 1 枚の記入をお願いいたします
いただきました情報はコースのための届出情報、および運営上の連絡にのみ使用いたします。
（フリガナ）

生年月日 西暦 19

参加者名

年

月

日生

国籍
ローマ字
〒
住所

Address
住所のローマ字
表記をお願いし
ます

建物名部屋番号）、番地）
町名）
市町村名）

都道府県名）

電話番号
メールアドレス

＠

（PC）

□介護・医療関係者（具体的な職種
職業

□保育・教育関係者（所属

）

□その他（

）

AMI 友の会 NIPPON

□会員 （会費の最終納入年月日： 2018 年
□未入会

AMI の資格保有者
受講料

）

□ ０～３歳

月）

□以前会員だったが未更新（以前の入会
□３～６歳

□５５，０００円（会員・資格取得発行）

□ ６～１２歳

□アシスタント

□３０，０００円（会員・聴講のみ）

年）
□Esf

□３５，０００円（一般・聴講）

【受講料振込先】 ・ゆうちょ銀行

口座名：シャ）アミトモノカイニッポン
記号：１０９９０ 番号：１９２９５１２１
‣銀行からゆうちょへ 店名：〇九八（ゼロキュウハチ）
店番：０９８ 普通預金 口座番号：１９２９５１２
＊お振り込みも必ずお一人ずつ、参加される方のお名前でお願いいたします

受講料は申し込み後 10 日以内に振り込みください。
▶ キャンセルについて：
キャンセルの旨を FAX またはメールにて申請してください。キャンセルは下記規定に基づいて対応いたします。
・１月４日（金）まで：入金いただいた全額から手数料を差しい引いた金額を返金いたします。
・１月５日（土）以降：原則として返金はできません。予めご了承下さい。
※返金時の銀行振込手数料は、キャンセルされた方がご負担ください。

FAX 送信

042-705-6160

